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はじめに 

 師走の街を少し歩いてみました。商店街のショーウインドは年末の装いです。平成 28年もあと少しとなりまし

た。 

さて、「進路指導室から」が 100 号を迎えました。ちなみに第１号の発行は平成 27 年４月でした。この間、発

行に時間がかかることもありましたが、これからも、基町高校の進路指導の取組や進路を取り巻く状況をお伝え

できるよう発行していきたいと考えています。よろしくお願いいたします。 

 

基町高校進路指導部が自慢にしていること 

 

 

 

 

 

 

 

 

「大学入試センター試験」について 

大学入試センターは、平成 29 年 1 月 14（土）・15 日（日）に実施されるセンター試験の確定志願者数を発表

しました。今回のセンター試験の志願者数は 57 万 5,966 人で、昨年より 1 万 2,198 人(2.2％)増え、2 年連続

の増加となりました。現役生の進学志向の高まりや私立大の公立化による公立２大学（福知山公立大学と山口東

京理科大学）のセンター試験全面参加なども志願者数を押し上げたものと思われます。 

〔試験期日・試験時間割〕 

期 日 出 題 教 科 ・ 科 目 試 験 時 間 

平成 29年 

１月 14日（土） 

地理歴史 

公    民 

「世界史Ａ」「世界史Ｂ」 

「日本史Ａ」「日本史Ｂ」 

「地理Ａ」「地理Ｂ」 

「現代社会」「倫理」 

「政治・経済」「倫理,政治・経済」 

２科目受験 

９：30～11：40 

 

１科目受験 

10：40～11：40 

国語 「国語」 13：00～14：20 

外国語 
「英語」「ドイツ語」「フランス語」 

「中国語」「韓国語」 

【筆記】 

15：10～16：30 

【リスニング】 

「英語」のみ 

17：10～18：10 

１月 15日（日） 

理科① 

 

「物理基礎」「化学基礎」 

「生物基礎」「地学基礎」 
９：30～10：30  

数学① 「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学Ａ」 11：20～12：20 

数学② 
「数学Ⅱ」「数学Ⅱ・数学Ｂ」 

「簿記・会計」「情報関連基礎」 
13：40～14：40 

理科② 「物理」「化学」「生物」「地学」 

２科目受験 

15：30～17：40 

１科目受験 

16：40～17：40 

基町高校の南棟は広島城に面した場所にあります。進

路指導室はその４階にありますが、窓から見える眺めは

すばらしく、広島城周辺の春夏秋冬の変化を楽しんでい

ます。 

さて、進路指導部が自慢にしていることは、「赤本」（教

学社）や「青本」（駿台文庫）などの資料が豊富であるこ

とです。特に、「赤本」は1999年から定期的に収集して

おり、1993年からの問題を閲覧することができます。生

徒たちには是非、有効に活用してもらいたいと考えてい

ます。  



「進学費用」について 

大学進学を考えるうえで進学費用は大切な確認事項です。今回は、進学費用についてまとめてみました。 

〔初年度納付金のめやす（国公立大、私立大昼間部の平均額 / 単位：円）〕 

区 分 授 業 料 入 学 料 施設設備費 合 計 

国立大 ※１ 535,800 282,000 ※４ 817,800 

公立大 ※２ 537,809 393,426 ※４ 931,235 

私立大文系 ※３ 746,123 242,579 158,118 1,146,820 

私立大理系 ※３ 1,048,763 262,436 190,034 1,501,233 

私立大医歯系 ※３ 2,737,037 1,038,128 831,722 4,606,887 

※１ 文部科学省令による標準額。ただし、国立大の法人化により、大学間で差が出ている。 

※２ 文部科学省「平成28年度学生納付金調査」。公立大昼間部の平均額。入学料は地域外入学者の平均額（地域内入学者

の入学料の平均額は229,584円）。 

※３ 文部科学省「平成26年度私立大学入学者に係る初年度学生納付金平均額調査」。私立大昼間部の平均額。 

※４ 施設費、実習費、諸会費などを徴収される場合がある。 

 

私立大よりも国公立大の方が授業料と合計額は安くなっています。ただし、国立大の金額はあくまで国が定め

た「標準額」。実際は大学・学部・学科ごとに多少の差があるので注意してください。また、国公立大でも授業料

とは別に施設設備費がかかることもあります。 

次に、入学してから卒業までに必要な授業料、施設設備費の合計額をまとめてみました。 

〔在学中にかかる授業料・施設設備費納付額のめやす / 単位：円〕 

区 分 授 業 料 施設設備費 年間合計  合 計 

国立大 ※１ 535,800 ※４ 535,800 

×４※５ 

2,143,200 

公立大 ※２ 537,809 ※４ 537,809 2,151,236 

私立大文系 ※３ 746,123 158,118 904,241 3,616,964 

私立大理系 ※３ 1,048,763 190,034 1,238,797 4,955,188 

私立大医歯系 ※３ 2,737,037 831,722 3,568,759 ×６※６ 21,412,554 

※１ 文部科学省令による標準額。ただし、国立大の法人化により、国立大の学費も大学間で差が出ている。 

※２ 文部科学省「平成28年度学生納付金調査」。公立大昼間部の平均額。 

※３ 文部科学省「平成26年度私立大学入学者に係る初年度学生納付金平均額調査」。私立大昼間部の平均額。 

※４ 施設費、実習費、諸会費などを徴収される場合がある。 

※５ ここでは単純に４倍としているが、学年が上がるにつれて授業料・施設設備費などが上がる大学・学部もある。 

※６ 医学部・歯学部系統は６年制と４年制の場合がある。ここでは６年制として算出。 

 

ただし、これらは平均額であり、例外もあります。例えば同じ薬学部でも、４年制か６年制かによって在学中

に支払う総額は大きく変わります。また、学部によっては進級してから施設設備費の負担が増えることもありま

す。 

 

全体集会での講話 

 12月 22日（木）の全体集会で以下のような講話をしました。 

先日、山口県の防府高校の２年生に対して話をさせていただく機会がありました。 

防府高校は、創立 130年以上の歴史のある進学校です。「普通科」と「衛生看護科」の２つの学科を設置してい

ます。この学校は、今から 16年ぐらい前までは男女が別の校舎で学ぶ男女併学制でした。しかし、現在では完全

な男女共学制になっています。 

当日は、基町高校での取組、基高生の様子や３年生に向けてこの時期に切り替えるこの大切さについて約７０分

ほど話をしました。ただし、会場は体育館で今、皆さんが座っているような椅子はありません。生徒たちは床に直

に座って私の話を聞いてくれました。 

話が終わって防府高校の校長先生と話をしていたら、一人の女子学生が質問があるとのことでした。実は、基高

生の様子を伝えるために、教室から机を出して勉強している生徒の様子が映った写真を紹介しましたが、質問内容

は、「いつから、誰が教室から机を出して勉強するようになったか」ということと、「教室から机を出して勉強する

ことのメリット」は何かということでした。 

私は普段からそうした光景を見ているのでそうした質問内容のことを考えたことがなかったので少し戸惑いま

したが、改めて考えてみて、「いつ、誰が」ということについては私が基町高校に赴任した頃からすでに生徒がや



っていて、たぶん１０年以上前から続いているのではないか」と答えました。また、「メリット」については、「近

くに同じような仲間がいればお互いを意識して勉強に励むことができるし、もし一人ならば、孤独の中で自分自身

としっかりと向き合えるのではないか」と答えました。たぶん、十分な回答にはなっていませんでしたが、その女

子生徒は校長先生に対して、「私もそんなふうにやっていいですか」と質問したところ、校長先生は「いいですよ。

頑張りなさい」と生徒を励まされていました。 

私の話の内容は反省ばかりでしたが、そうして頑張っていこうと考えてくれた生徒がいて嬉しく思いました。 

次に、各学年の課題について話をしたいと思います。 

まずは１年生です。 

基町高校の進路指導部が目標としていることは何だと思いますか。それは、「高い志を育む」ことです。つまり、

最難関大学・学部・学科に合格できる力を養成することです。具体的には、第１志望校に向かって努力し、受験に

結びつけることです。 

模試の結果が学校に届いた時には、皆さんの成績や志望大学等について目を通すようにしています。まずは、学

校全体の平均点や偏差値、成績のばらつきである標準偏差を見ます。先輩たちの学年や他の学校と比較することに

より、皆さんの学年の強みや課題を確認します。次に個々の生徒の成績を見ます。特に教科バランスについて注目

します。そして、志望大学を見ます。志望大学については、皆さんも一応、考えて志望大学を記入していることか

と思います。しかし、気になるものがあります。 

例えば、教育分野、政治分野、芸術分野など記入した学部学科の関連性がわからないものがあります。そうした

人は、まだ自分がどの方面に進みたいのか迷っているのかなと考えます。また、第１志望が広島大学、第２志望が

北海道大学、第３志望が東京大学と志望順位の基準がわからない人がいます。考えられることは、大学の難易度が

わからない可能性があります。また、難易度はわかっているが、まだ自信がなくて、そのように記入しているのか

もしれません。でも、記入する際には、本当に自分が憧れている大学を第１志望にしてください。 

県外の先生方と皆さんの進路志望について話をすることがあります。その際には、多くの先生方から、「基町高

校全体の志望はもっと高くてもいいのではないか」と指摘されることがたびたびあります。基町高校の生徒の学力

は決して低いわけではありません。そして、学校行事や部活動を通して社会で必要とされる「人間力」も育んでい

ます。つまり、皆さんの「志」次第で、皆さんの力を社会のために有為に役立てていくことができます。皆さんに

は、もっと「高い志」をもって自分を高めてもらえればと考えています。 

次に２年生です。少し前のことですが、修学旅行が終わってすぐのＬＨＲの時間に受験を意識した生活へと移行

するための集会があったかと思います。覚えていますか。その際に、家庭学習時間については、これまでの２５時

間から３０時間へと増やすようアドバイスがあったかと思います。皆さんできていますか。（できている人は手を

あげてください） 

第３回考査が終わり、明日から休みに入るということでほっとしている人もいるのかもしれませんが、皆さんの

受験は既に始まっていることを思い出してください。実は、そうは言っても、この時期の多くの高校２年生の勉強

に対する意欲は下がっていると言われています。みんながまだなかなか動き出さない時にしっかり頑張ることが、

模擬試験等において相対的な順位を上げることにつながります。 

冬休み後から、模擬試験で受験する教科は５教科ないしは６教科に増えます。そして、いよいよ最終学年へと移

行します。その時その時にやらなければならないことを愚直に取り組むことが大切です。ただし、部活動や課外活

動も大切です。部活動や課外活動で頑張ったことは、これからの受験勉強にきっと役立つはずです。 

最後に３年生です。 

センター試験まであと２３日となりました。程度の差はあれ、多くの人は不安を抱えているのではないかと思い

ます。でも、センター試験までの計画をきちんと立て、時間を大切しながら最後まで頑張れば、まだまだ成績は伸

びると考えています。 

 私は３年生の公民総合、（「倫理、政治・経済」）の授業を担当しています。現在、毎日昼休みに約２０分の補習

授業を行っています。私も授業担当者として、また、進路指導部の一員として皆さんを後押ししていきたいと考え

ています。 

 これから寒くなりますが、体調にはくれぐれも気をつけてください。しっかりと栄養を摂ること、そして、睡眠

時間をしっかりと確保してください。そして、どうしようもなくなったら家族や先生方に相談してください。話す

ことで案外と気持ちが楽になります。 

 ３年生の皆さんの前で話すのもこれが最後です。皆さんのこれからの健闘を祈っています。 

 

終わりに 

年末、少し体調を崩しましたが、概ね１年間元気に過ごすことができ良かったと思っています。 

今年はいろいろとお世話になりました。来年もよろしくお願いいたします。  

皆様、よいお年をお迎えください。それでは、また。          （文責：進路指導部 池本 邦彦） 


